
ＡＣＫグループ各社との積極的な人材や技術の交流により、総合的な技術やサービスを提供することが可能となりました。

活動のフィールドを制限することなく、あらゆるニーズに対して、ワンストップサービスでこたえていきます。
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●本　社  〒920-0031 石川県金沢市広岡三丁目3番77号　JR金沢駅西第一NKビル7階
●TEL（076）263-6464（代）　FAX（076）263-6922（代）　●URL　http://www.cser.co.jp/
東京事務所 〒151-0071 東京都渋谷区本町三丁目12番１号 住友不動産西新宿ビル６号館 TEL（03）6311-8551
横浜事務所 〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通四丁目40番地 商工中金横浜ビル４階 TEL（045）650-4611
埼玉事務所 〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目４番２号 TEL（048）851-1011
群馬事務所 〒370-0043 群馬県高崎市高関町306番7号 TEL（027）310-3515
関西事務所 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島三丁目２番18号 住友中之島ビル13階 TEL（06）6479-2117
京都事務所 〒600-8413 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町685番地 京都四条烏丸ビル３階 TEL（075）741-6490
南丹事務所 〒622-0051 京都府南丹市園部町横田１号６ リバーサイド翠108号室 TEL（0771）68-1230
滋賀事務所 〒520-0532 滋賀県大津市湖青二丁目22番地４ TEL（077）594-8220
和歌山事務所 〒640-8451 和歌山県和歌山市中194番地１ ルーミング桂1-A号室 TEL（073）480-3475
神戸事務所 〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通二丁目２番３号 フジ磯辺ビル３階 TEL（078）271-1370
東 海 支 店 〒500-8381 岐阜県岐阜市市橋三丁目８番３号 江崎ビル１階Ａ号室 TEL（058）276-7020
名古屋事務所 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目14番19号 住友生命名古屋ビル７階 TEL（052）571-2267
大垣事務所 〒503-0812 岐阜県大垣市万石１丁目41番地 TEL（0584）77-6267
高山事務所 〒509-3202 岐阜県高山市久々野町小屋名2094番地 TEL（0577）52-1025
下呂事務所 〒509-2202 岐阜県下呂市森1665番地７ TEL（0576）23-3118
飛騨事務所 〒506-1158 岐阜県飛騨市神岡町柏原706番地 TEL（0578）83-1217
三重事務所 〒514-0004 三重県津市栄町三丁目257番地 関権第５ビル８-C TEL（059）229-7113
静岡事務所 〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町２番20号 ヤマムラビル追手町９階C号室 TEL（054）275-1024
浜松事務所 〒430-0944 静岡県浜松市中区田町231番地８ プレイスワン田町４階１号室 TEL（053）415-9680
一宮事務所 〒494-0012　　愛知県一宮市明地字寺前44番地 TEL（0586）67-2071
新潟事務所 〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通二丁目３番26号 マニュライフプレイス新潟４階 TEL（025）255-0612
長岡事務所 〒940-0035 新潟県長岡市東神田三丁目11番13号 アーバン東神田２階 TEL（0258）94-6058 
上越事務所 〒943-0807 新潟県上越市春日山町二丁目４番19号 TEL（025）527-2367
長野事務所 〒380-0921 長野県長野市大字栗田505番地4 イーストヒルズA棟203号室 TEL（026）217-9107
安曇野事務所 〒399-8101 長野県安曇野市三郷明盛2385番地４ TEL（0263）76-5770
富山事務所 〒939-8195 富山県富山市上野522番地の１ TEL（076）464-3299 
高岡事務所 〒933-0011 富山県高岡市石瀬237番地の５ TEL（0766）28-9571
氷見事務所 〒935-0006 富山県氷見市稲積2433番３号 TEL（0766）73-1670
砺波事務所 〒939-1346 富山県砺波市狐島438番地 TEL（0763）34-6334
黒部事務所 〒938-0054 富山県黒部市岡132番地の２ TEL（0765）54-9770
小矢部事務所 〒932-0106 富山県小矢部市内御堂95番地 TEL（0766）61-8535
南砺事務所 〒932-0256 富山県南砺市今里35番地 TEL（0763）82-2783
白山事務所 〒920-2323 石川県白山市瀬波子19番地５ TEL（076）255-5277
福井事務所 〒918-8239 福井県福井市成和二丁目401番地 西川ビル２階 TEL（0776）25-6157
敦賀事務所 〒914-0122 福井県敦賀市新和町二丁目11番９号 TEL（0770）23-5578
坂井事務所 〒919-0426 福井県坂井市春江町いちい野中央301番地 TEL（0776）51-9560
岡山事務所 〒700-0927 岡山県岡山市北区西古松一丁目20番27号 パインシティ306号室 TEL（086）805-6688
倉敷事務所 〒713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島7471番地６ TEL（086）523-4280
広島事務所 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀５番７号 広島ＫＳビル11階 TEL（082）502-4805
松江事務所 〒690-0015 島根県松江市上乃木九丁目２番18号 TEL（0852）60-7810
福岡事務所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目２番８号 住友生命博多ビル12階 TEL（092）433-9055
北海道事務所 〒065-0018 北海道札幌市東区北18条東17丁目１番６号 アドマック18 ２階 TEL（011）780-6530

植物油インキを
使用しています

■プライバシーマーク■ISO9001・14001・55001

MSA-QS-654
MSA-ES-53
MSA-AS-2

さらなる情報化への推進を目指して

I n f o r m a t i o n  P r o c e s s i n g
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　我が国の水道・下水道事業は、少子高齢化社会の進展に伴う職員の減少、老朽化施設

の増大、財政の縮小、東日本大震災を踏まえた防災など様々な課題に対応するため、ICT

（情報通信技術）の利活用が必要不可欠となっています。

　弊社は「水と環境のコンサルタント」として、GISを活用したアセットマネジメント支援シ

ステムを提供しています。このシステムは水道・下水道施設の情報管理にとどまらず、リ

スク評価による優先順位や維持管理の各種シミュレーションを行う計画支援機能を付加

し、水道・下水道事業のアセットマネジメント支援や防災、統廃合・広域化、官民連携の基

礎情報として、総合的に支援するシステムです。

　また、タブレットGIS、設計CAD積算システムなどの関連支援システムや、自治体各部

署の効率化や質の向上を目的とする「個別業務GIS」までシステム開発を推進し、新たな

ニーズに応えます。

さらなる情報化を推進するために
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共有GIS
Share GIS

上下水道
アセットマネジメント支援システム

水道・下水道事業のアセットマネジメントを支援
　「上下水道アセットマネジメント支援システム」の導入により、
将来にわたり活用でき、合理的で経済的なシステム運用が可能
となります。
❶ 上下水道のアセットマネジメント業務の実績をもとに、分析・診

断・推計など、将来にわたり活用すべきデータ項目を備え、必要に
して十分なデータベースを構築いたします。

❷ 水道・下水道情報の単なるデータの蓄積や共有化、相互閲覧のみ
ならず、分析・評価、予測、シミュレーション機能により、計画業務
を支援します。

❸ データ登録の簡素化、データの一括更新や自動バックアップ機能
により、更新や保守管理が経済的です。

※管理データや管理機能は、「下水道台帳管理システム標準仕様(案)・導入の手引き」や
「簡易な水道施設台帳の電子システム導入に関するガイドライン」に準拠

汎用性の高いシステム
　汎用性の高いシステムにより、「統合型GIS」や「他部署GIS」と連
携が可能です。
❶ ＯＧＣ※（Open GIS Consortium）に適合したシステムです。

❷ 多数のデータ形式の読込みやファイル形式への出力が可能です。

❸ システムは自社開発であり、他社システムとの連携において詳細
な技術的対応が可能です。

※地理情報システム（GIS）の連携について関連技術の標準化を推進する業界団体。
標準規格は、「OpenGIS」の名称で発行される。

高度な業務処理
　水道・下水道の「資産管理」、「顧客管理」、「防災」、「財務・経
営」の幅広い分野において、総合的にシステム開発しており、業
務の効率化、高度化を図ることができます。

わかりやすいインターフェース
　水道・下水道特有の機能について操作ボタンを視覚的・体系
的に整理し、誰でも容易に操作できるインターフェースを用意
しています。

ファイリング機能
　上下水道アセットマネジメント支援システムとファイリングシ
ステムの一体化により効率的な文書管理を実現します。
❶ 地図上の上下水道施設を選択し、ファイリングデータを参照するこ

とができます。

❷ CAD、写真、ビデオ、ワープロ等のWindows上で取り扱えるファイ
ルはすべて管理できます。

❸ 登録したファイル名で検索できます。

データ登録の簡易化・コスト削減
　ユーザーが簡易にデータを登録できる機能を用意しています。

❶ 簡易入力（属性データ及び図形データ）

 エクセルとCADで作成したデータを取り込む機能

❷ 一括入力（属性データ）

 管理属性を一括で更新する機能

❸ 自動スキャナ取り込み

 紙原稿をスキャニングして自動ファイリングする機能

弊社の提供するGISシステムは、現状の業務形態、インフラ整備状況及び将来の整

備方針にあわせ、あらゆる運用形態に対応したシステム構成が可能です。また、基

盤地図は「統合型GIS」との連携や更新も容易に図ることができます。

GISシステム運用構成図

下水道
アセットマネジメント

支援システム

Wastewaterworks

水 道
アセットマネジメント

支援システム

Waterworks

道路情報管理
システム

農地情報管理
システム

固定資産管理
システム

河川情報管理
システム

都市計画
情報管理
システム

上下水道アセットマネジメント支援システムの特徴

G-xml or shape

統合型
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水道関連 システムの全体構成と特徴
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適切な水道施設の資産管理のために

Stock Management

資産管理

水道施設台帳システム

浄水場･ポンプ場管理システム

固定資産管理システム

●管路施設の台帳管理とファイリング

●断水シミュレーション
管路施設の情報管理
導水管、送水管、配水管、水管橋、弁・栓類等の施設情報の他、布設年
次、通水開始年次や事故・苦情履歴等の維持管理情報、給水区域、給
水人口、給水量等の維持管理や計画に必要な情報を管理します。

アセットマネジメント支援機能
漏水・水圧・流量情報及び更新の履歴管理はもとより、管路情報と有
効率傾向分析から、漏水箇所や漏水路線を推定し、優先順位を考慮し
た効率的な改良・更新計画策定機能により、アセットマネジメントを
支援します。

断水シミュレーション
配水管破損箇所や断水箇所を指定することで、断水影響範囲が最小
となる仕切弁や給水家屋の抽出と集計ができます。

タブレットGISとの連携
現地調査や防災訓練において、新たに取得した情報の連携管理がで
きます。

管理情報の多様な検索
施設設備、工事、維持計画、維持・修繕履歴、固定資産等に関する管理
情報を単票形式または一覧表形式で参照することができます。また、
管理情報は属性検索や階層ツリーとリンクした一般図や構造図上の
施設位置により表示できます。

アセットマネジメント支援機能
保守・点検に関する週・月・年単位での維持管理計画の立案と、劣化
調査・診断結果の管理や劣化予測による中長期の更新需要、修繕・改
築の実施計画の予実管理など、アセットマネジメントを総合的に支援
するシステムです。

管理情報の統計処理
運転管理、保守・点検、修繕・改良業務に関する履歴管理や故障履
歴・消耗品の管理を行い、故障原因・故障箇所や消耗品等の維持管理
に関する統計処理を行います。

残存価値・減価償却費の算定
施設・設備毎の積み上げにより固定資産を管理し、水道公営企業会計
の耐用年数と２種類の算定方法（定額法、定率法）により、残存価格や
減価償却費の算定を行います。

施設別の固定資産の把握
水道公営企業会計の耐用年数と２種類の算定方法（定額法、定率法）
により、減価償却費や残存価格を算定します。

水道施設全体の財産把握
水道公営企業会計としての毎年の減価償却費や、簡水の統廃合に向
けて明らかにすべき水道施設の固定資産管理の他、以下の帳票出力
や主題図（色分け）表示を行います。

●工事台帳表
●固定資産台帳

●償却年度
●固定資産別集計表
●年度別減価償却費一覧表

帳 票 主題図

●構造図による施設管理

●管路及び施設の固定資産台帳の表示

水道アセットマネジメント支援システム

資産管理 防 災

顧客管理 財務・経営

　水道施設（配管路、弁・栓類、水源、浄水場、ポン

プ場、配水池）を総合的に管理するとともに、優先

順位を考慮した効率的な改良・更新計画策定機能

により、アセットマネジメントを支援します。

　震災情報の管理による防災マップ機能や被災時

の調査･復旧情報を管理し、地震対策を支援します。

　建物および需要家の給水状況、給水設備を効率

的に管理し、給水普及活動や料金徴収活動を支援

します。

　資産管理状況、財務状況をもとに、施設更新計画

及び投資の平準化などのシミュレーション機能に

より経営戦略を策定することで、持続可能な水道事

業経営を支援します。

　配水管網の水量、水圧、残留塩素濃度の解析を平

常時、事故・災害時など多面的にシミュレーション

することにより、最適な計画立案を支援します。ま

た、集合住宅等の給水施設の検討を支援します。

　予算編成から円滑な執行管理や決算書作成支援

に加え、経営指標を含む財務諸表による経営分析に

より、健全な公営企業経営の継続を支援します。

　住民や工事関係者への台帳の閲覧・検索・印刷の

サービスを提供し、窓口業務の負担軽減を図ります。

　また、タブレットGISとの併用により、現地調査・

災害対応との連携が図れます。

　水道料金の利用者に関する情報を管理し、未納状

況、催告、訪問、停止予告、執行等の未納者に対する

効果的な料金徴収業務を支援します。

　浄水場、ポンプ場および配水池施設の情報の蓄

積、劣化診断による更新計画の策定を支援し、維持

管理の適正かつ効果的な業務遂行を支援します。

　メッシュ毎の被害想定に必要な、水道台帳からの

データ抽出や、被害発生率の設定による対策の優先

順位評価機能により、防災計画の策定を支援します。

　水道施設の固定資産において、補償費の算出根

拠である残存価値や、企業会計における資産管理

図や減価償却計算により、資産状況を管理し健全

な水道経営を支援します。

水道施設台帳システム 震災情報管理システム

給水施設台帳システム 事業経営戦略システム

水理管網解析システム
公営企業会計システム

窓口用システム 料金徴収支援システム

浄水場・ポンプ場管理システム

ハザードマップ支援システム

固定資産管理システム

水道アセットマネジメント支援システムは、【資産管理】【顧客管理】【防災】【財務・経営】の各分野のシステ
ムとその管理情報をもとにした、分析・評価・シミュレーション機能により、アセットマネジメントや維持管
理の水準の向上を支援するとともに、災害時の非常時対応や広域化・官民連携の基礎情報を管理し、持続
可能な水道事業運営を総合的に支援します。
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計画的な防災対策のために給水普及活動や管網の最適化計画のために

Disaster ManagementCustomer Management

顧客管理 防　災

震災情報管理システム

ハザードマップ支援システム

給水設備管理システム

管網解析システム

●調査結果・復旧計画の取込み機能の概要●給水設備情報及びファイリングの表示

●有効水頭分布主題図（色分け）表示

●震度分布の主題図（色分け）表示

●給水管種の主題図（色分け）表示

●復旧調査（水圧・漏水）結果の表示

●管網図の作図

●配管路の被害率主題図（色分け）表示

防災関連の情報管理
水道事業BCPにおける事前対策計画で対象となった、防災施設の情
報や、被災時に必要な物資情報を管理し、緊急時に必要な情報の確認
や連絡手配を迅速に行えます。

震災時の調査・復旧支援
震災時の緊急調査・措置・復旧について、以下の情報等を管理し、迅
速な調査復旧活動を支援します。また、調査準備機能により調査範囲
に合わせた台帳図面と調査票を容易に出力できます。

復旧計画のシミュレーション
管網データを基にした、復旧計画のシミュレーションにより、復旧範囲
とその効果を確認することで、復旧工事の優先順位が検討できます。

ハザードマップ情報の管理
メッシュ毎に、水道台帳データから被害想定などの検討に必要となる
配管施設情報（布設時期、管種、口径、埋設深さ、埋戻し材復旧単価等）
を抽出し自動集計することができます。また、逆に地震・地盤条件（震
度分布、ＰＬ値、地質区分、地下水位等）の情報を、エクセルデータから
まとめて一括入力することができます。

被害想定の機能
メッシュ毎の被害発生率の条件（要因）を設定し、被害想定結果の活用
目的に合わせ被害率を想定しシミュレーションすることができます。
また、配管の老朽化情報や防災拠点情報をGIS上で重ねあわせること
で、対策の優先順位評価の検討資料を作成することができます。

給水人口・普及率の算定
給水区域毎に給水設備の設置状況から、給水戸数・給水人口、普及率
の算定を行います。また、これらの年次別の履歴を管理します。

給水普及率の向上促進
地図上の家屋を水道加入状況で色分け表示を行い、未普及家屋のリス
トアップや地図上での位置の把握により、給水普及活動を支援します。

料金徴収活動の支援
料金徴収システムとの連携により、料金徴収活動を支援します。また、需
要家毎の毎月の検針データや使用水量について合わせて管理するこ
とができます。

住民サービスの向上
“自宅の給水設備状況を知りたい”等の住民からの問い合わせに対
して、検索機能により必要な情報を素早く提供することができます。
また、住民説明会等においては、本システムを活用することにより、住
民に対する効果的な説明が行えます。

水理解析シミュレーション
配水管網の水量・水圧の解析を平常時、火災時、事故・災害時等の多
面的なシミュレーションにより、最適な計画立案を支援します。また、
主題図（色分け）機能により、水理解析値を色分け表示し、視覚的に把
握できます。

水質解析シミュレーション
配水管網の残留塩素濃度解析や赤水流出解析を平常時、火災時、事
故・災害時等の多面的なシミュレーションにより、最適な計画立案を
支援します。また、主題図（色分け）機能により、水質解析値を色分け
表示し、視覚的に把握できます。

給水管解析
給水水理計算機能により、世帯構成人員や給水量、給水管延長に応
じ、損失水頭を計算し、適切な給水口径を選定することができます。

管網解析の効率化
台帳(管路・給水)データを管網解析用に自動変換することができ、
データを効率的に構築することができます。また、管網解析を必要と
する計画業務において、施設計画とデータ解析が地図上で、リンクし
ていることで効率化が図れ、計画業務のコスト縮減が図れます。

◎水圧調査の結果・措置・復旧情報　◎漏水調査の結果・措置・復旧情報
◎目視調査の結果・措置情報

●水圧・漏水調査等の結果・措置・復旧等の集計及び一覧表

●復旧対象施設の集計及び一覧表

●水圧・漏水調査の表示

帳 票

帳 票

主題図

●被害率予測
●被害額予測

●PL値分布
●優先度評価結果

●配管被害延長

●地震動分布
●被害率分布

帳 票

主題図

対策本部 現場調査

調査表

震災情報管理システム ノートPC

調査表の自動出力

調査表の自動取込



下水道関連 システムの全体構成と特徴

7 8

財務・経営
健全経営による事業継続性の確保のために

Finance & Management

事業経営戦略支援システム

公営企業会計システム

料金徴収支援システム

●管路の更新年度主題図（色分け）表示

●料金徴収支援
　システムの概要

施設評価・更新需要の把握による更新計画の策定
資産台帳、施設台帳、財務台帳との連携および施設の維持管理情報や
健全度の評価・予測、重要度・優先度等の基礎情報とともに、機能診
断・耐震診断・更新計画等の情報を管理します。また、重要度、優先度
を踏まえ更新投資の平準化を検討することができます。

事業経営戦略策定によるアセットマネジメントの運用支援
更新投資の平準化検討と財政収支シミュレーションにより、バランス
のとれた資金計画の検討ができます。また、事業評価指標による分
析・評価・見直しにより、アセットマネジメントの運用を支援します。

予算編成
経常的な費用については、前年度データの複製により容易に作成す
ることができます。また、要求額、査定額、確定額の全ての段階で予算
集計表や予算見積が作成できます。予算時に、決算見込財務諸表及び
予測財務諸表をシミュレーション検討することができます。

執行管理
分かりやすいインターフェースで伝票入力・作成等の執務の簡素化
が図れます。また、月次の貸借対照表、予算執行状況表などにより、月
次の監査・執務状況を管理することができます。

決算管理
棚卸し資産にかかる消費税計算など、水道事業に特化した複雑な処
理にも対処可能です。決算書、財務諸表等の必須帳票の作成に加え、
任意の経営指標を盛り込んだ経営分析表を出力することができ、健全
な公営企業経営の維持が図れます。

未納者の料金徴収支援
水道料金の未納者に関する情報を管理し、未納料金徴収のための催
告、訪問、給水停止予告、執行等の業務を支援します。また、訪問や停
止執行の際には、地図上で対象家屋が把握できます。

名寄せ管理
名前その他の情報に対するあいまい検索により、名寄せを行い同一
人物の特定を行います。

窓口入金管理
未納者の支払い約束内容や履歴情報等を管理し、窓口入金情報によ
り、その後の催告や訪問･給水停止の対象者の特定を支援します。

●更新需要
●財政収支見通し

●更新計画年度
●施設優先評価

●更新需要の状況
●更新計画（平準化）

●更新計画
●資金計画

●健全度評価
帳 票 主題図 グラフ

●約束履行履歴一覧表　●入金履歴・領収書帳 票

●未納金調書及び未納者一覧表
●停止予告通知・執行通知及び一覧表

●予算見積要求書
●予定貸借対照表

●支出負担行為伺書
●キャッシュフロー計算書
●予算執行状況表

●訪問通知及び一覧表
●催告通知及び一覧表

●当初（補正）予算実施計画明細書
●消費税額集計表　など

●月次合計残高試算表
●月次・年次消費税計算書
 など

帳 票

帳 票

帳 票

下水道アセットマネジメント支援システム

資産管理 防 災

顧客管理 財務・経営

　下水道施設（管渠、マンホール、取付管・桝）を総

合的に管理するとともに、診断や優先順位評価に

よる点検・調査計画立案、更新需要予測による修

繕・改築の実施計画策定機能により、ストックマネ

ジメントを支援します。

　震災情報の管理による防災マップ機能や被災時

の調査･復旧情報を管理し、地震対策を支援します。

　建物の下水道接続状況や各年度の水洗化人口・

水洗化率を管理し、水洗化促進を支援します。

　普及・水洗化情報、公営企業会計からの財務状

況、ストックマネジメントによる更新需要予測に基

づく投資・財政シミュレーション機能により経営戦

略を策定することで、持続可能な下水道事業経営

を支援します。　下水道建設財源となる受益者負担金の受益者や

納入状況の管理を支援します。

　予算編成から円滑な執行管理や決算書作成支援

に加え、経営指標を含む財務諸表による経営分析に

より健全で継続的な公営企業経営を支援します。

　住民や工事関係者への台帳の閲覧・検索・印刷の

サービスを提供し、窓口業務の負担軽減を図ります。

　また、タブレットGISとの併用により、現地調査・災

害対応との連携が図れます。

　処理場、ポンプ場施設の情報の蓄積、劣化予測、更

新計画の策定支援により維持管理の適正かつ効果

的なストックマネジメントを支援します。

　メッシュ毎の被害想定に必要な、下水道台帳から

のデータ抽出や、被害発生率の設定による対策の

優先順位評価機能により、防災計画の策定を支援し

ます。

　下水道施設の固定資産において改築費の算出根

拠である残存価値や企業会計における減価償却費

等の資産状況を管理し、健全な下水道経営を支援

します。

下水道台帳システム 震災情報管理システム

排水設備管理システム 事業経営戦略システム

受益者負担金管理システム

公営企業会計システム
窓口用システム

処理場･ポンプ場管理システム

ハザードマップ支援システム

固定資産管理システム

下水道アセットマネジメント支援システムは、【資産管理】【顧客管理】【防災】【財務・経営】の各分野のシス
テムとその管理情報をもとにした、分析・評価・シミュレーション機能により、経営戦略とストックマネジメ
ントの包括的な整理によるアセットマネジメント計画を支援するとともに、災害時の非常時対応や広域化・
官民連携の基礎情報を管理し、持続可能な下水道事業運営を総合的に支援します。

1 入金

2 データ登録 4 督促

3 対象者特定
帳票出力

料金徴収支援

帳票
データ

公営企業会計のメリット

1.料金体系の
適正化

2.経営状況の
明確化

1.自立的経営

住民サービス向上
経営の効率化

2.弾力的経営

1.計画的経営
財政の健全化

2.職員の経営
意識向上
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Stock Management Customer Management

適切な下水道施設の資産管理のために 下水道の普及や負担金収納の促進のために
資産管理 顧客管理

排水設備管理システム

受益者負担金管理システム

下水道台帳システム

処理場･ポンプ場管理システム

固定資産管理システム

水洗化人口・水洗化率の算定
処理区や告示区域毎に排水設備の設置状況から水洗化人口・水洗化
率の算定を行います。また、これらの年次別の履歴を管理します。

水洗化の促進
地図上の家屋を水洗化状況で主題図（色分け）表示を行い、“告示3年
を経過した家屋”等の条件から、未普及家屋のリストアップや地図上
での位置の把握により、接続に関する通知書を作成します。

住民サービスの向上
“自宅の排水設備状況を知りたい”等の住民からの問い合わせに対し
て、検索機能により必要な情報を素早く提供することができます。ま
た、住民説明会等においては、本システムを活用することにより、住民
に対する効果的な説明が行えます。

助成金･融資の支援
助成金･融資の受付、金額の算定および通知書の作成を行います。

受益者負担金収納の管理
受益者負担金の徴収計画と徴収実績により収納状況を管理します。
また、滞納者の特定を行い、滞納者に対する通知書を作成する他、以
下の帳票や主題図（色分け）を作成します。

固定資産税情報の共有化
税務担当課等で所有する固定資産税情報を共有することで、システ
ム管理やデータベース構成の最適化を図ります。

管路施設の情報管理
管渠、マンホール、取付管等の施設情報の他、施工年次、供用開始年次
や補助単独区分等の維持管理情報、計画人口、排水面積等の維持管理
や計画に必要な情報を管理します。

各種基本機能
上・下流検索、縦断面図・横断面図表示、ファイリング（CAD図面・写
真・PDF）等の各種基本機能により、効率的に下水道施設の情報が利
用できます。

ストックマネジメント支援機能
点検・調査及び修繕・改築の履歴管理はもとより、ＴＶカメラ調査結果
の自動取込及び診断や優先順位評価による点検・調査計画立案、更
新需要予測による修繕・改築の実施計画策定機能により、ストックマ
ネジメントを支援します。

タブレットGISとの連携
現地調査や防災訓練において、新たに取得した情報の連携管理がで
きます。

管理情報の多様な検索
施設設備、工事、維持計画、維持・修繕履歴、固定資産等に関する管理
情報を単票形式または一覧表形式で参照することができます。また、
管理情報は属性検索や階層ツリーとリンクした一般図や構造図上の
施設位置により表示できます。

ストックマネジメント支援機能
リスク評価による優先順位付け、劣化診断結果の管理や劣化予測、中
長期の更新需要、修繕・改築の実施計画の予実管理など、ストックマ
ネジメントを総合的に支援するシステムです。

管理情報の統計処理
運転管理、保守・点検、修繕・改良業務に関する履歴管理や故障履
歴・消耗品の管理を行い、故障原因・故障箇所の維持管理に関する統
計処理を行います。

残存価値・減価償却費の算定
施設・設備毎の積み上げにより固定資産を管理し、企業会計、改築・
修繕及び財産処分等の目的に応じて4種類の耐用年数と2種類の算
出方法により、残存価格や減価償却費の算定を行います。

各省庁別の固定資産の把握（目的に応じた固定資産の把握）

改築・修繕、財産処分、補償等の目的に応じて、4種類の耐用年数（国
交省連絡、地公営法、大蔵省令、適化法）と2種類の算定方法（定額法、
定率法）により、残存価格や減価償却費を算定します。

下水道施設全体の財産把握
下水道公営企業会計に向けての毎年の減価償却や、処理区統廃合に
より明らかにすべき下水道施設の固定資産管理の他、以下の帳票出
力や主題図（色分け）表示を行います。

●構造図による施設管理

●固定資産台帳の表示

●工事台帳表
●固定資産台帳

●償却年度
●固定資産別集計表
●年度別減価償却費一覧表

帳 票 主題図

●排水設備情報の表示

●収納状況の主題図（色分け）表示

●水洗化状況の主題図（色分け）表示

●土地情報表示画面

●受益者一覧表
●収納･未収納表

●地目
●徴収対象

●滞納者一覧表

●収納状況
●督促対象受益者

帳 票

主題図

●管路施設の台帳管理

●縦断面図の表示
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Disaster Management Finance & Management

計画的な防災対策のために 健全経営による事業継続性の確保のために
財務・経営

震災情報管理システム

ハザードマップ支援システム

●アセットマネジメント
　支援システムの構成

●企業会計への移行に向けた取り組み概念図

事業経営戦略システム情報の管理
資産台帳、施設台帳、財務台帳との連携及び施設の維持管理情報や重
要度・優先度等、健全度・緊急度の評価・予測の基礎情報と、機能診
断・耐震診断・更新計画等の情報を管理します。また、公営企業会計
システムからの財務状況、排水設備台帳、受益者負担金管理からの普
及・水洗化状況及び業務指標等の情報を管理します。

予算編成
経常的な費用については、前年度データの複製により容易に作成す
ることができます。また、要求額、査定額、確定額の全ての段階で予算
集計表や予算見積が作成できます。予算時に、決算見込財務諸表及び
予測財務諸表をシミュレーション検討することができます。

事業経営戦略策定によるアセットマネジメントの運用
ストックデータから、改築更新需要予測と財務状況のバランスのとれ
た更新投資シナリオ分析、シミュレーションによる清掃・調査、設計、工
事の総合的な事業経営戦略の立案を支援します。また、事業評価指標
による分析・評価・見直しにより、アセットマネジメントの運用を支援
します。

決算管理
支給品にかかる消費税計算など、下水道事業に特化した複雑な処理
にも対処可能です。決算書、財務諸表等の必須帳票の作成に加え、任
意の経営指標を盛り込んだ経営分析表を出力することができ、健全な
公営企業経営の維持が図れます。

防災関連の情報管理
下水道BCPにおける事前対策計画で対象となった防災施設の情報
や、被災時に必要な物資情報を管理し、緊急時に必要な情報の確認や
連絡手配を迅速に行えます。

震災時の調査・復旧支援
下水道BCPにおける非常時対応計画と連携し、震災時の緊急調査・
措置、応急調査・復旧等の迅速な復旧活動を管理支援します。また、調
査範囲に合わせた台帳図面・調査票の出力と、調査結果の台帳への
自動取込等の調査支援機能により、迅速に被害状況の把握と対策が
行えます。

執行管理
分かりやすいインターフェースで伝票入力・作成等の執務の簡素化が
図れます。また、月次の貸借対照表、予算執行状況表などにより、月次
の監査・執務状況を管理することができます。

ハザードマップ情報の管理
メッシュ毎に、下水道台帳データから被害想定などの検討に必要とな
る配管施設情報（布設時期、管種、口径、埋設深さ、埋戻し材復旧単価
等）を抽出し自動集計することができます。また、逆に地震・地盤条件

（震度分布、ＰＬ値、地質区分、地下水位等）の情報を、エクセルデータ
からまとめて一括入力することができます。

被害想定の機能
メッシュ毎の被害発生率の条件（要因）を設定し、被害想定結果の活用
目的に合わせ被害率を想定しシミュレーションすることができます。
また、管路の老朽化情報や防災拠点情報をGIS上で重ねあわせること
で、対策の優先順位評価の検討資料を作成することができます。

使用制限シミュレーション
破損管路等の災害調査結果の情報に基づき、シミュレーション機能に
よって、使用制限の対象となる建物の把握ができます。

防　災

●調査結果・復旧計画の取込み機能の概要

●ハザードマップの表示

●使用制限シミュレーションの表示

●被害想定結果の表示

●使用制限建物の集計および一覧表帳 票

●被害率予測
●被害額予測

●PL値分布
●地震動分布

●管路被害延長

●優先度評価結果
●被害率分布

帳 票

主題図

●緊急調査-結果・措置計画等の集計および一覧表
●応急調査-結果・措置計画等の集計および一覧表

帳 票

活用目的と被害率の算定
対策の優先順位検討など相対危険度の把握など。 ◀平均被害率を適用
危機管理、資機材の確保検討など。 ◀被害率最大値を適用 ●支出負担行為伺書

●キャッシュフロー計算書
●予算執行状況表

●月次合計残高試算表
●月次・年次消費税計算書
 など

帳 票

●更新需要
●財政収支見通し

●施設優先評価
●健全度評価

●更新需要の状況
●更新計画（平準化）

●更新計画
●資金計画　など

帳 票 主題図 グラフ

●予算見積要求書
●予定貸借対照表

●当初（補正）予算実施計画明細書
●消費税額集計表　など

帳 票

事業経営戦略システム

公営企業会計システム

事業計画総合
マネジメント

事業評価指標

投資・財政
シミュレーション

アセットマネジメント支援システム

財務会計システム

連動 固定資産償却システム

会計システム

起債管理システム

ストックマネジメント
支援システム

基本操作機能

管路台帳

処理場・
ポンプ場設備
台帳

点検・調査履歴

改築・修繕履歴

震災対応管理

顧客管理（排水設備）

その他有用情報

ストックマネジメント計画

事業経営戦略
システム

固定資産の
調査・評価

公営企業会計での効率的な事業運用

企業会計
移行事務

システム
構築

地方公会計
改革の対応

経営の
健全性向上

経営の
透明性向上

法適化に向けた取り組み

法適化の効果発揮に向けた取り組み

法適化

地方財政
健全化法の対応

対策本部 現場調査

調査表

震災情報管理システム ノートPC

調査表の自動出力

調査表の自動取込

液状化

緊急輸送路

避難所
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Related Support System Individual-type GIS

ICT活用による業務の効率化と高度化を目指して 個別業務のさらなる効率化と高度化を目指して
関連支援システム 個別業務GIS

タブレットＧＩＳ

水道設計CAD積算システム

水道積算システム

●点検履歴、現場写真の表示

●作付け別分級図

●都市計画用途区域の表示

●固定資産管理システム画面

●機器の改築・修繕履歴管理

●電線共同溝管理台帳システム画面

●台帳表示画面

●基本画面及び設定画面

●基本画面及び代価条件設定画面

道路情報管理システム
道路台帳平面図と各種調書を管理し、管理路線における境界立会、占
用物件管理、施設管理等の業務を支援します。

農地情報管理システム
農地・農家基本台帳、地番図情報、農業振興地域整備計画情報を管理
し、農地情報管理に関する日常業務の効率的かつ効果的な運営や住
民サービスの向上を支援します。

都市計画情報管理システム
都市計画情報を管理し、都市計画関連業務はもとより、行政業務全般
を支援します。

固定資産管理システム
土地や建物に関する固定資産情報を地図上で管理し、課税客体の適
切な管理業務や評価業務を支援します。

河川情報管理システム
水門、樋門、排水機場等の河川の施設・設備機器について、工事、機
器、点検計画・履歴、改築・修繕記録を管理し、維持管理業務の効率化
を支援します。

電線共同溝管理台帳システム
電線共同溝平面図、地下埋設平面図、管路情報および占用申請書類を
管理し、道路管理者による電線共同溝の維持管理業務の効率化を支
援します。

台帳閲覧
外出先にて通信環境が無くても台帳図面が閲覧できます。台帳だけでな
く関連する写真やPDF等のファイルも閲覧でき、効率化・省力化を支援
します。お客様窓口での説明用タッチパネルとしても利用できます。

現場監理や災害対応に利用できる記録機能
現地での写真撮影、調査結果の記録機能により、現場監理、災害対応
及び施設台帳への現況の反映に活用できます。

システム連携
弊社水道・下水道アセットマネジメント支援システムとの連携や、その
他システムでもShapeファイル形式により連携が可能です。

設計・数量計算・積算機能
ＣＡＤによる図面作成、材料・管工・土工数量の拾い出しや、その結果
の積算システムと連携が可能です。ＣＡＤ設計→数量計算→積算まで
の一連の作業をノンストップで行うことで、業務の効率化・品質確保・
コスト削減を実現します。

各種支援機能
操作指示ガイド・自動配管作図・土工断面、給水管材料集計・数量計
算書作成・設計書作成等の各種機能により、容易に図面作成から積算
まで連携して作業が行えます。また、ＧＩＳの台帳との連携が可能です。
※図面作成から数量計算までのバージョンも導入可能です。

効率的な積算
あらゆる工種・業務に対応した自治体専用積算システムです。煩雑で
複雑な積算業務を効率的で明快に行うことを可能にしました。

各種支援機能
歩掛ガイド・違算防止・歩掛単価検索・積算根拠印刷・施工パッケー
ジ方式等の機能により積算業務を支援します。全国350自治体を超
える導入実績があります。

●内訳・明細・代価
●諸経費計算

●設計図面
●材料一覧

●単価表等一覧　など

●数量計算書
●設計書　など

帳 票

帳 票

個別業務の効率化を目的とした「個別業務GIS」


